自転車安全整備店（茨城県）
平成29年02月01日
店名
カミヤサイクルサービス
萩原サイクル商会
庄司輪業
今井輪業
久保田商会
デジマホンダ
ダイユーエイト 茨城千代田店
バイクショップ近藤
出沼ホンダ販売
木間塚輪店
オートサイクル円城寺
山本輪店
テラダサイクル
川口輪業
萬屋輪業
イオンバイク つくば店
ミヤモトサイクル
DCMホーマック つくば梅園店
さんさんサイクル
サイクルショップ オザキ
宮本二輪
高根沢輪店
中島輪店
片岡輪業
つくば市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ自転車部
イオン つくば駅前店
小田倉輪店
サイクルオートみちかわ
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ つくば店
小祝輪店
秋葉輪店
小林輪業
菊地輪業
庄司サイクル
DCMホーマック つくば大穂店
ココストア 筑波大学一の矢店
㈲井上サイクル
Ｃ＆Ｐキムラ
宮尾サイクル
松崎輪店
山新ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞ つくばﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
岡野輪業商会
サイクルショップあくつ
ホームセンター山新 勝田店
太洋オートサイクル
ジョイフル本田 ひたちなか店
かくらいサイクル
永井商会
ホームセンター山新 田彦店
藤咲ホンダ販売
グリーンサイクルさいと
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ ひたちなか店
セオサイクル ひたちなか店
小松原輪業
ミナトサイクルショップ
ハガサイクルセンター
㈲モト･バイス･オガワ
オートサイクルうちこし

住所
かすみがうら市稲吉２－１７－１２
かすみがうら市稲吉２－２－１
かすみがうら市下稲吉１５３３－６
かすみがうら市下軽部１２４４－１６
かすみがうら市加茂２８９７－３
かすみがうら市加茂２９９８
かすみがうら市上稲吉１９４３
かすみがうら市上志筑２５０
かすみがうら市深谷
かすみがうら市深谷１４００
かすみがうら市西成井７２
かすみがうら市西野寺６９９－２８
つくばみらい市小絹１２２５－３
つくばみらい市西丸山１６３
つくばみらい市板橋２１１７
つくば市稲岡６６－１－Ⅰ
つくば市横町２５８
つくば市下原３７７－１
つくば市花畑３－１４－１３
つくば市舘野５９８－１１
つくば市吉沼１１１８
つくば市吉沼２３８２
つくば市吉瀬１７０１－１
つくば市玉取２６１１
つくば市吾妻１－２－５
つくば市吾妻１－７－１
つくば市春日４－４－９
つくば市小田２４９１－９
つくば市松代２－１２－３
つくば市上郷１３６８－６
つくば市上郷９６１－２
つくば市大字大角豆２０１２－４２２
つくば市大字谷田部６１６６－６
つくば市大曽根３０８８－４
つくば市筑穂１－８－８
つくば市天王台２－１一の矢共用棟内
つくば市天久保３－１０－５
つくば市二の宮１－２５－１４
つくば市梅ケ丘８－２
つくば市北条４２９６－７
つくば市面野井字登戸４４
ひたちなか市稲田２０６－１８
ひたちなか市高場５５０－６
ひたちなか市笹野町２－９－１２
ひたちなか市市毛１２４９１
ひたちなか市新光町３４－１
ひたちなか市足崎１４６９－６８
ひたちなか市中根１９４１
ひたちなか市田彦１５９４－１
ひたちなか市田彦６２３
ひたちなか市東石川２－１４－２
ひたちなか市東石川２－３－２０
ひたちなか市東石川３－２１－８東功ﾋﾞﾙ1F
ひたちなか市東本町１０－３
ひたちなか市東本町１２－２７
ひたちなか市表町１４－１２
ひたちなか市表町８－８
ひたちなか市北神敷台１１－７

電話番号
029-896-6513
029-831-0500
0299-59-2315
029-896-0773
029-897-0200
029-897-1026
0299-59-6811
0299-23-4719
029-897-0022
029-897-0032
029-897-0468
0299-22-5221
0297-52-4162
0297-52-3563
0297-58-0094
029-839-2215
029-857-2436
029-839-0151
029-864-2715
029-836-1172
029-865-0385
029-865-0054
0298-57-2673
029-864-2120
090-7801-1043
029-855-0011
029-852-3108
029-867-0902
029-863-2115
029-847-2345
029-847-3665
029-851-2125
029-836-1157
029-864-0049
029-864-7501
029-854-0018
029-851-4362
0298-51-4583
029-876-1596
029-867-0776
029-849-2222
029-285-0360
029-285-0445
029-274-4511
029-274-3864
029-265-5325
029-274-0271
029-272-2035
029-275-0221
029-272-1763
029-274-8351
029-354-2557
029-219-5628
029-262-3856
029-262-5054
029-272-4023
029-272-2623
029-262-3605

店名
くめのサイクル
栗山輪店
本図輪店
DCMホーマック 阿見店
大和田自転車商会
㈲吉田モータース商会
タカス商会
黒田自転車店
根本自動車工業
浅野モータース
松本輪業
ホームセンター山新 佐原東店
仲内輪業
DCMホーマック 境店
㈲小林輪業商会
高橋輪業
関 輪業
篠崎モータース
篠崎輪業
大里自転車店
ホームセンター山新 下妻店
野口商会
初澤輪業
ツクバネ自動車㈱
渡辺輪業
小島輪業
吉川輪店
㈲菊地輪業
塚田自転車店
イオン 下妻店
カインズホーム 下妻店
ホームセンター山新 友部店
オートクロス ミヤザキ
モリタ商会
安蔵輪店
飯田輪業
神原輪業商会
石川輪店
㈱おおしま
サイクルショップ ニルス
上野石油店
サイクルショップ ハツタ
ホームセンター山新 笠間店
㈲藤川モータース
㈲大和田モータース
サイクルショップ石川
石川輪業
益子輪店
大畠輪業
外岡輪業
DCMホーマック ひたち野うしく店
常南サイクル
中村自転車店
平岡サイクル
岡野輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 牛久店
オヤマダサイクル
ｽﾎﾟｰﾂｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ モンテコロナ
サイクルショップ マイロード
後藤サイクル
㈲吉村サイクル
オートサイクル イワタ
野口輪業

住所
ひたちなか市湊中央１－８－１５
稲敷郡阿見町阿見４００２－１３
稲敷郡阿見町中央３－９－５
稲敷郡阿見町中央７－５７６－３
稲敷郡阿見町中郷２－７－２
稲敷郡阿見町島津１５０３－１
稲敷郡美浦村大塚２１
稲敷市阿波崎２６１８－１
稲敷市伊佐部２０７４－１
稲敷市古渡１９２
稲敷市江戸崎甲４５８－１４
稲敷市西代１４５７
稲敷市飯出１０８－１
猿島郡境町１１６４－９
猿島郡境町１４０７－１
猿島郡境町２１８１
猿島郡境町塚崎７８３－１
下妻市横根５１１－３
下妻市下妻乙３４９－４３
下妻市下妻丁２０５－７
下妻市古沢２２３
下妻市宗道２０
下妻市小島１１０３－１
下妻市数須８５４
下妻市大串１５
下妻市大宝１８
下妻市長塚５１６
下妻市半谷４２６－３
下妻市半谷４２７－１
下妻市堀篭９７２－１
下妻市堀篭字曲田７２１
笠間市旭町４８４
笠間市旭町５０４－２
笠間市稲田９３－１
笠間市押辺１５２－４
笠間市下郷４４４０
笠間市笠間１０８９－１
笠間市笠間１３８２
笠間市笠間１７２８
笠間市住吉３４２－３
笠間市大田町６１－３
笠間市東平２－１４－２８
笠間市箱田９０５－５
笠間市美原１－２－２５
笠間市福原２９４７－１
笠間市平町１６４６－７
久慈郡大子町下金沢４２３－５
久慈郡大子町下野宮１７５５
久慈郡大子町袋田１４４８－２
久慈郡大子町内大野１９５１
牛久市ひたち野東２－６－３
牛久市栄町５－５２
牛久市牛久町１８７
牛久市小坂町１９５９－６１
牛久市上柏田２－３７－５
牛久市上柏田４－１９－２
牛久市田宮町１４７－４
牛久市田宮町１８３－１
牛久市南２－２－４３
牛久市南６－２－３
結城郡八千代町大字若１２６６－１５
結城郡八千代町大字菅谷１３２３－２
結城市結城１３４８５

電話番号
029-262-3278
029-887-0441
029-887-0226
029-887-8118
029-887-0113
029-887-5800
0298-85-0410
0299-79-0230
0299-79-0104
029-894-2106
0298-92-2253
0299-78-3734
029-894-3986
0280-87-6700
0280-87-0142
0280-87-0585
0280-87-1124
0296-44-4718
0296-44-2366
0296-44-2606
0296-30-7100
0296-44-3608
0296-44-2977
0296-43-6808
0296-44-3504
0296-44-3292
0296-44-2841
0296-44-3237
0296-44-3949
0296-30-1700
0296-54-5111
029-670-5511
0296-77-1987
0296-74-2957
0299-45-2515
0299-45-2029
0296-72-0159
0296-72-0193
0296-72-0475
0296-78-9117
029-677-1696
0296-77-0866
0296-73-0888
0296-77-0149
0296-74-2424
0296-77-8067
0295-72-8965
0295-72-1031
02957-2-3071
0295-76-0245
029-878-2261
029-873-3435
029-872-0544
029-872-7696
029-872-2276
029-878-3177
0298-72-0400
029-872-0130
029-830-8630
029-873-6278
0296-48-0808
0296-48-0214
0296-33-3240

店名
斉藤自転車店
瀬端モータース
㈲大柳モータース
久須美輪業
ホームセンター山新 結城店
中田モータース
カインズホーム 結城店
大島輪業
ダンロップモータース支店
㈲山本自動車商会
イオンバイク 古河店
ビバホーム 古河店
澤留モータース
松本輪業
長浜サイクル
柏崎自転車店
福田輪業
阿久津サイクル
秋山輪業
横塚輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 古河店
岡田輪業
青柳輪業
サイクルショップ水口
諏訪輪業
近藤サイクル
ジョイフル本田 古河店
吉沢商会
㈲斉藤モータース
伊藤輪業商会
中澤輪業
ヤナカサイクル
中山モータース
花園輪業
㈲木村輪業
㈲北島商会
田島輪業店
福島モータース
風間輪業
西谷輪業
柳町サイクルショップ
稲川輪店
イオン 高萩店
菅野輪店
菊地輪業
㈲軽部商店
風見輪業
猪瀬輪業
海老原サイクル
倉持輪業
㈲オートランドＳＵＧＡ
張替輪店
木村輪業
DCMホーマック 坂東岩井店
上坂自転車店
たがい輪業
岡田輪業
スポーツショップ秋山
飯沼輪業
HONDA WING はーとランド
岡村自転車店
坪井モーターサイクル
小森輪業

住所
結城市結城１５９６
結城市結城１６２５
結城市結城２８０
結城市結城７１９４
結城市結城８１８４－１
結城市結城９２３３
結城市結城公達９７８４－３
結城市今宿８７１－１
結城市田間１４４６－２
結城市北南茂呂１０１２
古河市旭町１－２－１７
古河市旭町１－２－３
古河市横山町１－１３－２１
古河市横山町３－７－３０
古河市横山町３－９－７
古河市下山町５－５
古河市下大野１８６８－４
古河市葛生９３４－１６
古河市駒羽根２２５－４
古河市古河４１５
古河市三杉町１－７－３４
古河市釈迦１１１
古河市諸川１６５８
古河市女沼３９８－５
古河市小堤１４３６－４
古河市仁連１９２１－３
古河市西牛谷３４７
古河市西町６－１
古河市茶屋新田４３４
古河市中央町１－１－４
古河市中央町１－８－４３
古河市中央町２－３－３
古河市中央町３－３－１０
古河市長谷町２０－３
古河市東諸川２５８
古河市東本町２－１４－１８
古河市本町２－５－４１
行方市玉造甲２６０９－３
行方市芹沢７５１－６
行方市麻生１２５０－４
行方市麻生１８０
行方市麻生３４５０－６
高萩市安良川２３１－１
高萩市本町４－３５
坂東市岩井２２３８－８
坂東市岩井４６４０
坂東市鵠戸９６－１
坂東市山３２５
坂東市神田山１３７４－３
坂東市生子２６９２－７
坂東市長須２３１９－１
坂東市内野山１０６６－１１
坂東市内野山１５５０－４
坂東市辺田１１０４－１
坂東市辺田１１４７－４６
坂東市辺田３４２－３
坂東市矢作６４－１
桜川市磯部５２３
桜川市鍬田５５３－２８
桜川市御領１－７３
桜川市高久７１０－１
桜川市上野原地新田３１－４
桜川市真壁町伊佐々１２４－２

電話番号
0296-33-3358
0296-33-2647
0296-33-2266
0296-32-3963
0296-20-8822
0296-33-3016
029-621-3000
0296-35-0028
0296-35-0814
0296-35-0374
0280-31-7131
0280-31-9611
0280-22-1715
0280-22-1331
0280-22-0671
0280-32-2192
0280-92-0547
0280-92-5818
0280-92-0912
0280-32-3231
0280-30-1677
0280-92-5158
0280-76-1017
0280-92-2138
0280-98-3709
0280-76-0946
0280-98-2531
0280-22-2524
0280-48-2108
0280-22-1577
0280-22-4037
0280-22-0381
0280-22-0651
0280-22-6319
0280-76-0142
0280-32-0464
0280-32-1722
0299-55-0320
0299-55-1904
0299-72-0166
0299-72-0138
0299-72-0295
0293-20-8074
0293-23-5277
0297-35-1073
0297-35-0065
0297-35-0510
0280-88-1739
0297-35-5428
0280-88-0648
0297-36-0009
0297-44-2404
0297-44-3117
0297-47-5670
0297-35-3045
0297-35-0611
0297-38-0104
029-675-5149
029-676-0614
0296-75-2335
0296-58-6299
029-675-3528
0296-55-2550

店名
大山輪業
増渕輪業
日野屋輪業
小久保ホンダ
塚田商会
猪野サイクル店
大和田輪業
長谷川輪店
鈴木輪業
金沢輪業
DCMホーマック 鹿嶋店
斉藤輪業
イオン 鹿嶋店
アルペン自転車館 鹿島店
日向寺輪店
ハチス輪店
サイクルショップすがや
DCMホーマック 取手店
加藤モータース
サイクルハウス Ｐらんど
髙橋自転車店
しいな輪業
㈲清水輪店
サイクルセンター イイダ
ミスターマックス 取手店
萩原輪店
大浦輪業
トミーサイクル
ジョイフル本田 守谷店
松前台サイクル
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 守谷店
石塚輪業モータース
イオンバイク 守谷店
菊地サイクル
トヤマサイクル
㈱ナガツマ
サイクルショップ ナガイ
朝倉輪業
カインズホーム 石岡玉里店
井上輪業商会
岩渕商会
新堀輪業
池田輪業株式会社
ホームジョイ本田 石下店
塚田屋商会
㈲小祝本店
中島輪業
石塚輪店
中島自転車店
若林輪業
相沢輪業商会
飯島輪業
㈲佐原商会
㈲黒澤モータース
サイクルショップ寺門
木村輪店
萩谷自転車店
ユーショップアンドウ
会沢輪業
ホームセンター山新 常陸太田店
深澤輪業
椎名輪店
黒澤輪業

住所
桜川市真壁町下谷貝４４２－７
桜川市真壁町真壁４２２－１
桜川市真壁町東山田３７９－４
桜川市真壁町塙世３３－２
桜川市西小塙３７１
桜川市大国玉４４８１－３
桜川市大曽根１３２６
桜川市南飯田９４８
桜川市南飯田９８－３
桜川市明日香１－２２
鹿嶋市宮中２００２
鹿嶋市宮中２０８０－１
鹿嶋市宮中２９０－１
鹿嶋市大字長栖２１５６－１７８
鹿嶋市大小志崎７８９－８
鹿嶋市津賀１９１６－８
取手市宮和田４９６
取手市戸頭長町１２９９－４
取手市山王１２５
取手市取手３－３－１３ﾊﾟｼｱﾝ香取1F
取手市小文間１２０９
取手市新取手１－４１－１９
取手市西１－３１－２７
取手市東１－７－９
取手市東４－５－１
取手市藤代５０４－１
取手市米の井６８－２
守谷市みずき野５－５－５
守谷市松ケ丘３－８
守谷市松前台４－３－１
守谷市中央１－８－６
守谷市板戸井２４７３－２
守谷市百合ケ丘３－２４９－１
守谷市百合ケ丘３－２７８４－２０
守谷市百合ケ丘３－２８４７－２３
守谷市本町３５１２
小美玉市羽鳥２６６６－１０
小美玉市栗又四ケ２３９７
小美玉市栗又四ケ２５４８－１
小美玉市堅倉１６０６－４
小美玉市小川１５７２
小美玉市竹原２２６２
小美玉市中野谷４８４－１
常総市古間木１８５０
常総市笹塚新田町７１
常総市新石下２２０－２
常総市水海道橋本町３４７５
常総市水海道橋本町３６０７
常総市水海道山田町４６４１－５
常総市中妻町４２２７－６
常総市豊岡町乙１７２６
常総市豊岡町乙９６２－１
常総市本石下７
常陸太田市磯部町２０－５
常陸太田市金井町１７８４－４
常陸太田市小妻町６０５
常陸太田市小島町８８９
常陸太田市西一町２３１７
常陸太田市大方町９９３－６
常陸太田市中城町西鯉沼３０００－１
常陸太田市中染町２４８０－４
常陸太田市天神林町１１００－１
常陸太田市東一町２２８８

電話番号
0296-55-1785
0296-55-1081
0296-55-0491
0296-55-0611
029-675-2222
0296-58-6476
0296-58-5049
029-675-2412
029-675-2855
029-626-2671
0299-84-5111
0299-82-8833
0299-83-0111
0299-83-3885
0299-69-0783
0299-69-3923
0297-82-2103
0297-79-1200
0297-85-8326
0297-74-9399
0297-77-8145
0297-74-0700
0297-72-4320
0297-73-1659
0297-70-5010
0297-82-2048
0297-78-8410
0297-45-1860
0297-48-8020
0297-47-8080
0297-20-6235
0297-48-1125
0297-45-6133
0297-48-0364
0297-48-1475
0297-48-1460
0299-46-1042
0299-26-5461
0299-36-3333
0299-48-0062
0299-58-2153
0299-47-0228
0299-47-0036
0297-30-8888
0297-24-2366
0297-42-2039
0297-23-1175
0297-22-1664
0297-22-3465
0297-22-7541
0297-24-0486
0297-24-2345
0297-42-2102
0294-72-0803
0294-72-1586
0294-82-2056
0294-76-1123
0294-72-0423
0294-76-2325
0294-72-8000
0294-85-0015
0294-72-2010
0294-72-0427

店名
萩谷モータース
青柳自工
青柳輪業商会
サイクルショップ オーケー
菊池輪業
菊池輪業
菊池モータース
ホームセンター山新 大宮店
田所自転車店
モトショップ サイトウ
宇留野輪店
境川輪業
前田自転車店
DCMホーマック 神栖店
イトウ輪業
林モータース
糸正輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 神栖店
久信田輪業商会
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 水戸笠原店
ｽｰﾊﾟｰビバホーム 水戸県庁前店
宮内輪業
藤沼輪業
ビックカメラ 水戸駅店
小室モータース
水野商会
ｻｲｸﾙﾜｰﾙﾄﾞおおたか 茨大前店
シュガーマウンテン
鈴木輪業
山新ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞ 水戸ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ
㈲黒羽商会
サイクルショップ ネモト
㈲くらもち輪業
㈲中央オートサイクル
サイクルワールドおおたか
大枝輪業
サイクルショップほりの
サイクルハウス タートル
オートサイクルショップ市毛
ホームセンター山新 水戸駅南店
水野商店
㈱水野安吉商店
仲田輪業
平石輪店
バンピーパス
ホームセンター山新 赤塚店
大森輪業商会
みのわ商会
ホームセンター山新 渡里店
イオンバイク 水戸内原店
富田輪業
児玉輪店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 水戸姫子店
タワラオートサイクル
粂野サイクル
ホームセンター山新 平須店
元吉田サイクル
高島輪店
長島輪業
藤森輪業
寺門輪業商会
長山自転車店
河原自転車店

住所
常陸太田市藤田町５８４
常陸大宮市下小瀬４６０
常陸大宮市下檜沢１６７６
常陸大宮市高部３８５０－２
常陸大宮市山方１０４０
常陸大宮市山方８４１
常陸大宮市盛金２７０７
常陸大宮市泉４０９
常陸大宮市抽ケ台８９９
常陸大宮市富岡１５０６－２
常陸大宮市野中町７５２
神栖市奥野谷４２０６
神栖市太田新町１－５－１８
神栖市大野原４－４－３０
神栖市土合中央２－２－３
神栖市日川２９２２
神栖市波崎８１７５
神栖市平泉２３９－１
水戸市河和田２－１７９２－１
水戸市笠原町１１９６－１
水戸市笠原町９７８－４１
水戸市笠原町９７８－６
水戸市吉沢町８２９
水戸市宮町１－７－３１
水戸市元吉田町１４１８－３
水戸市袴塚１－６－２５
水戸市袴塚３－９－１３
水戸市五軒町３－１－５３
水戸市鯉淵町３００７－１
水戸市酒門町上千束３２３４－１
水戸市城東１－２－５５
水戸市常磐町２－１３－４５
水戸市新荘１－７－１
水戸市西原２－１２－７
水戸市石川４－４０３０－２２
水戸市赤塚町１－１９６９－１０
水戸市千波町１８３７－２３
水戸市千波町２３０５
水戸市千波町４７８－２
水戸市千波町かち道９０９
水戸市泉町３－６－５
水戸市泉町３－７－７
水戸市双葉台５－３－５
水戸市大工町２－２－１１
水戸市大塚町１７４１－９
水戸市大塚町新堂１８５９－１
水戸市中河内町９２６－３
水戸市渡里町３２２９－３
水戸市渡里町４０８６
水戸市内原２－１
水戸市内原町１６８３
水戸市白梅３－１３－１７
水戸市姫子２－６７８－２
水戸市浜田２－３－２１
水戸市平戸町４３０－２
水戸市平須町１８２８
水戸市米沢町１８９－４
水戸市堀町２０５８－３
水戸市本町２－１４－１７
水戸市本町３－１０－２０
水戸市末広町１－４－４
水戸市末広町２－１－３５
石岡市栄松１４０８５－２

電話番号
0294-72-4125
0295-56-2918
0295-58-2057
0295-58-2810
0295-57-2071
0295-57-2631
0295-57-9366
0295-53-7600
0295-52-0849
0295-52-1501
0295-52-1844
0299-96-0252
0479-46-6309
0299-91-1001
0479-48-5335
0299-96-0757
0479-44-0147
0299-90-0755
029-251-1446
029-305-6235
029-305-0511
029-225-8097
029-247-2762
029-303-1111
029-248-2188
029-221-5205
029-251-5524
029-221-5944
029-259-2243
029-246-1111
029-221-5451
029-231-5498
029-221-6221
029-253-5353
029-251-5524
029-251-9403
029-241-4213
029-244-6736
029-241-1943
029-241-9982
029-221-3610
029-221-3313
029-252-6289
029-224-2771
029-254-8501
029-253-3916
029-221-9076
029-224-0340
029-222-9300
029-259-1400
029-259-2662
029-225-4073
029-257-2421
029-226-3871
029-267-3064
029-243-7600
029-247-2176
029-253-2263
029-231-3044
029-221-7066
029-221-7775
029-221-5847
0299-23-4357

店名
植木輪業
松下輪業商会
苅部輪業
おおえだ自転車店
篠塚サイクルセンター
塚本輪業
船見サイクル
イオン 石岡店
パワー 石岡店
ホームセンター山新 石岡店
浜省輪店
野口輪店
中島輪業
猪瀬輪業
DCMホーマック 筑西横島店
野澤輪業
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 筑西店
カワタ輪業
鶴見輪業
ホームセンター山新 下館店
㈲バイクセンター ホリウチ
大島輪業商会
青木モータース
大久保輪業
オートショップ ヒキ
㈲大洋商会
山口輪業
川田輪業
関自転車店
清水輪業
大快輪業
サイクルモーターショップ オバタ
㈱大島輪業
松本輪業
山口輪業
中川輪業商会
㈲エビコー
天賀谷輪業
廣瀬輪業
時野谷輪業
枝輪業商会
赤羽輪業
バイクサロン秋山
清水自動車整備工場
ホームジョイ本田 潮来店
サイクルショップ クサノ
平山自転車店
ダイユーエイト 土浦おおつ野店
中村輪業
カドヤ自転車店
松屋輪業
渡辺輪業
大曽根サイクル
㈱コルベン
満川輪業
園城寺商会
石毛自転車店
イオン 土浦店
豊崎自転車商会
サイクルショップ片見
フジクラMC
岡野輪店
川﨑乗物デパート

住所
石岡市柿岡１８８６
石岡市柿岡１９９４
石岡市柿岡４４００
石岡市国府４－１－３
石岡市国府６－４－１６
石岡市小幡９１０－３
石岡市杉並１－１－３９
石岡市石岡２７５２－２
石岡市東大橋１９３６－８
石岡市八軒台３１７６－１
石岡市府中１－４－２１
石岡市府中１－５－２１
石岡市府中３－１－１１
石岡市府中４－６－１２
筑西市横島８３２
筑西市岡芹１－５
筑西市乙１１０１
筑西市乙２６
筑西市下岡崎２－１３－２２
筑西市下岡崎３－１２－１
筑西市下川島８００－２
筑西市下中山５７６－４
筑西市嘉家佐和１９５２
筑西市海老ケ島７５０
筑西市海老江４４８
筑西市外塚５９５
筑西市宮後２１８５
筑西市玉戸１３３６－１５
筑西市市野辺２７０－４
筑西市小栗５６０７
筑西市小栗５６２７－５
筑西市新治１９７０－６２
筑西市二木成９２４
筑西市板橋１８０－４
筑西市飯島５８０－２
筑西市布川１８５－５
筑西市丙１２３
筑西市丙１３９
筑西市丙１５９－２
筑西市丙６２
筑西市木戸２３３－５
筑西市木戸２８８－１
筑西市門井１４３０－３
筑西市門井１９４１－１
潮来市須賀２８３７
潮来市潮来７６４
潮来市潮来８９－９
土浦市おおつ野８－１６４
土浦市乙戸南３－４－１９
土浦市下高津１－５－１４
土浦市霞ケ岡２２－３
土浦市荒川沖西２－２１－６
土浦市荒川沖東２－１３－１
土浦市国分町７－５７
土浦市手野町１５
土浦市小松２－１２－７
土浦市小松２－１３－３０
土浦市上高津３６７
土浦市城北町１０－１
土浦市真鍋５－１－２３
土浦市西並木町３７８１－２５
土浦市川口１－１１－２４
土浦市大和町８－２１

電話番号
0299-43-0123
0299-43-0182
0299-43-0615
0299-22-5521
0299-22-2781
0299-42-3700
0299-22-3626
0299-23-3331
0299-28-2531
0299-24-3431
0299-22-2587
0299-22-5710
0299-22-3710
0299-22-5610
0296-23-1160
0296-22-2356
0296-20-1801
0296-22-4075
0296-22-5032
0296-24-9511
0296-28-3818
0296-22-3247
0296-24-7005
0296-52-3369
0296-52-2010
0296-25-1171
0296-52-3854
0296-24-7587
0296-22-6008
0296-57-4760
0296-57-9019
0296-57-3641
0296-24-5306
0296-37-3297
0296-28-3088
0296-28-4463
0296-22-2740
0296-22-3002
0296-22-2586
0296-22-2389
0296-37-6834
0296-37-6622
029-657-3508
0296-57-2240
0299-66-7777
0299-62-2268
0299-62-3157
029-897-3670
029-841-0227
029-821-1655
029-821-2098
029-841-0842
029-841-0241
029-823-0593
029-828-0141
029-821-1216
029-821-0415
029-835-8000
029-821-2125
029-826-2955
029-869-4550
029-821-0720
029-821-1147

店名
榎沢商会
ホームセンター山新 土浦店
エフ商会
ジョイフル本田 荒川沖店
ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 土浦店
サイクルショップflame
佐野輪業
サイクルショップ原
引田輪業
平賀輪店
粕谷輪業
矢野輪業
一木輪店
山崎商会
海野サイクル
榎澤輪業商会
イオン 東海店
オートサイクル石橋
鈴梅輪業
サイクルショップ ネモト
田口輪業
DCMホーマック 那珂店
寺門輪業
寺門輪業
㈲杉オート
木ノ内輪店
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰカンセキ 那珂店
自転車店 星光舎
サイクルショップ イマイ
サイクルオート シミズ
柴田輪店
正輪社
旭輪業
バイシクルパーク Ｏ2 日立本店
小林サイクル
ホームセンター山新 多賀店
宮田商会
川崎サイクルモータース
DCMホーマック 日立店
㈲久下谷商会
ホームセンター山新 神峰店
カインズホーム 日立店
ホームセンター山新 鉾田店
㈲岡村商会
逸見モータース
富田オートサイクルセンター
河野輪業
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟネモト 磯原店
モタイ輪店
ウエダオートサイクル
オートサイクル飯塚
サイクルショップ タナカ
㈲亭嶋商会
利根サイクル
米ノ井自転車店
ﾎｰﾑｾﾝたーカンセキ 龍ヶ崎店
なかよしサイクル
ﾊﾞｲｼｸﾙｻｰﾋﾞｽ ティンカーベル
竹中輪店
山口自転車店
ホームセンター山新 龍ヶ崎店

住所
土浦市中村南３－１－２
土浦市東真鍋町３－４
土浦市板谷６－６５１－４８
土浦市北荒川沖町１－３０
土浦市蓮河原新町１－２
土浦市蓮河原新町３－３
東茨城郡茨城町下土師７７９
東茨城郡茨城町宮ケ崎１６８４－１１
東茨城郡茨城町長岡１７１－３
東茨城郡城里町下阿野沢２３８
東茨城郡城里町上圷５９０－１
東茨城郡城里町石塚１４２０
東茨城郡城里町石塚１４４５－２
東茨城郡城里町石塚２１９１－３
東茨城郡城里町那珂西２１２０
東茨城郡大洗町磯浜２５２９
那珂郡東海村舟石川駅東４－１－１
那珂郡東海村石神外宿１５８０
那珂市瓜連５７７－３
那珂市額田南郷３１７
那珂市額田北郷６０４
那珂市菅谷１６１４
那珂市菅谷４２８０
那珂市菅谷４５３１－２１
那珂市菅谷５４７３－１
那珂市静４８－１
那珂市竹ノ内４－１－２
日立市鮎川町６－３－２７
日立市鮎川町６－４－２２
日立市久慈町６－８－１
日立市十王町友部東３－９－１
日立市助川町１－１７－１６
日立市水木町１－１１－２１
日立市水木町２－４２－３
日立市千石町３－１９－２６
日立市千石町４－５－１３
日立市多賀５－７－１７
日立市大沼町１－１６－１
日立市田尻町５－６－１
日立市東金沢町５－１－２１
日立市本宮町４－２６－１１
日立市留町字前川１２７０－２
鉾田市安房１４１８－１
鉾田市舟木１－８
鉾田市大和田１６２－２
鉾田市鉾田２５００－４
北茨城市磯原町磯原２５５４－２
北茨城市磯原町磯原４－７３
北茨城市磯原町豊田１－１１１
北茨城市大津町北町 １０２４－２
北茨城市中郷町上桜井８４９－５
北相馬郡利根町羽根野９００－１３７
北相馬郡利根町布川１８０８－１
北相馬郡利根町布川２５２４－２０
龍ケ崎市下町４８９９－１
龍ケ崎市光順田１７５０
龍ケ崎市若柴町３０６３
龍ケ崎市松ケ丘１－４－１９
龍ケ崎市上町４２００－１
龍ケ崎市上町４２７８
龍ケ崎市中里２－１

電話番号
029-842-5664
029-823-4700
029-832-3073
029-841-2211
029-835-9365
029-827-3322
0292-92-5358
029-293-8433
029-292-0372
029-289-3980
029-289-3352
029-288-2585
029-288-2369
029-288-2290
029-288-4506
029-267-2745
029-287-3311
029-282-8221
029-296-0222
029-295-0012
029-298-1413
029-298-9171
029-298-1782
029-298-5919
029-295-0100
029-296-0081
029-295-5711
0294-33-1561
0294-33-0468
0294-53-2424
029-443-5219
0294-21-2013
0294-52-3436
0294-54-0022
0294-33-1220
0294-35-1521
0294-33-0512
0294-34-1880
0294-42-9334
0294-34-0170
0294-24-6843
0294-28-1000
0291-32-4245
0291-36-2535
0291-36-3731
0291-32-2280
0293-43-4851
0293-42-7731
0293-42-0363
0293-46-4181
0293-42-1290
0297-68-6038
0297-68-2914
0297-68-4665
0297-62-6513
0297-61-1770
0297-66-0873
0297-63-0940
0297-62-1694
0297-62-0491
0297-60-0011

